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｢非 周 期 系 物 性 の 基 礎 理 論 ｣

(1968年度 第 2回 )

標記の研究会が 9月 18日～ 18日 御車会館で行われた.統計力学国嘩会議

の後を承け,外入学者数名を招待 し,t5日2晩起居を薬にして,宿顧な意見の

交換を計ろうと云 う試みで,国内参加者はすべて公募とした｡

出席者 : E.Montroll(Rochester),P.Dean(NationalphyT

sicalLaboratory),J.DesCloizeaux(Sacl'ly),

R.T｡Rubin(NationalBureau of Standards),

WIM･Vissch号r(.La苧Alamos),A･Scotti(C･C･R･

Euratom ),

掘 (北大理 )'斉藤,宮田,広間 (早大理工 ),戸田'小寺 (戟

育大理 ),､塚田,福山,斉藤 (東大理 ),張 (物性研 ),小口

(都立大理 ),梅村 (~名大教養 ),金言 (名大理 ),.松原,中沢,

石井 (京大理 ),米沢,松田..(基研 ),植til(阪大教養 )O1●

スケジュ-ルは第 1日目は主として グリー ソ関数法隼よる研究発表,第 2日

目は主 として phonon system vc.関するもの,第 5日臼は相変化 とmagnon

systemの問題を取上げた｡国際会議直後のことで参加者に多少の渡れの色が

見られたが,種々興味深い話題もあって有意義であったo以下は座長にお窺い

して書いて頂いた研究会報草であやO

世話人 : 掘淳一,戸田盛秤,松原武生,松田博嗣

(文責 松由 )

9月 16日 午前 (小寺 )

始めに戸田 (束教大 )が三 日間の予定,国際会議のあとという機会を利用 し

て外人を交えてゆっくり討論すること′の意義,E3本における研究者の興味をも

つ主題,研究や発表の態度などについて話 し,挨拶を行った.
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基研研究会報告

ついでMontroll(Rochesterl,が不純物を含む格子系について一般的な

introductory な話を した.物理的な考察を広い勧点か ら進め,数式に移っ

ても絶えず,物理的な観点を失わないで議論を進める態度は印象的であった｡

研究者がともすると数式'iddJらtaiiに心をうはわれて広い勧点を失うおそれが

あるのが馬鹿 らしく思えてくる｡

Montroll 氏は先づ戸田氏の話 (日本における研究 )にふれ,彼の所にN.

王.fi.(not invented here) と云 う項 目があって,その方の研究がt,し

ろ進んで居 ると云 う様な語があり,一般に他で先鞭をつけた研究の方が客観的

判断が出来てその後の研究は進むのではないか と述べ られた｡

次に,格子系の一般論に入 り,'格子系の問題には,'覚づ 1次元, 2次元, 5

次元 と云う様に,次元の問題がある事,叉一方,それぞれLrL格子振動の問題,

電子状態の問題, random waika)問題があ り,藤に r占ndl0m･Walkの問題を

次元の問題とか らませ, capturing points(impuriti･esに対応 )のある

場合について論 じ,再帰確率の問題に還元 され, 1次元iノ2次元 (再帰確率が

1)と5次元 (再帰確率は1より小 )は本質的異って居る事を述べた (J._K-

eil占rAm.餌ath.Soc.App.掴ath.Sym p｡(1960,1964))?更に

新 しい問題としてD.N.A｡の問題もあるがその点は 9月 18日VC述べ ると云

って,今 日はふれないと云 う事であった｡

9月 16日 午後 (松原武生 )

第 1日目の午後は ｢グリーン関数法 ｣ に あ て ら れ た｡参加外人の中で des

Cioizeauxを除いて,強い関心があ る と は 思 わ れ な かったが,次のようなプ

ログラムで進行 した｡

(1) Yonezawa: introductory talk on theGreen′s function

method

(2) Ueyama: Application ofKubo′s generalized cumulant

expansion to random lattice-problem

t3) Tsukada: Cellmelthod to r占ndom lattice problem
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非周期系物性の基礎理論

(4) Fuklユyama: Impurity band conduction
Saito

ますYoneza･wa はこの informalmeetingの意義を説明 し,特に

(i) 研究 グループが大 きく
/

Pro-Greens function group
/

Con-Greens function group

'に分かれて, 互いに他の グループの立場を理解 しようとしない傾向を是正す

べ きだとい うこと｡

弼 日本の業績,特に若い研究者 の寄与が外国で無視 された り,正しく評価 さ

れない傾 向があるので, このような機会に接触を深め,情報交換を十分に し

て改善すべ きであること｡

を最初に強調 した｡ そ して非周期系の問題に グリーン関数を応用す る研究が我

が国でどのような経過をたどって発展 し,現在までにどのような成果を挙げて

きたかを明快な英語で説明 した｡ この歴史的展望は要領 よくまとめ られ,相当

説得力があったO ダリ-ソ関数法の長所 と短所か ら説きおこし,最大の短所と

言われ る系統的近似法が確立 されていない欠点をな くす努力が どのようにな さ

れてきたかを説明した｡ 例えばyonezawa の最近の仕事で ある 吹seif-
contained approximationllは高次に進むことに よって今 まで グリーン関

数法で導 けなかったフォノンスペ ク トルの微細構造を出せ る可能性があること

等,スライ ドを用いて示 された｡

座長はこの Ⅰntroductory talk に対するコメン トをすべての外人に求め

た. これに対 して, Pro-arCon-Green′s function の二つの グル-プ

VL分かれているのは世界各軍共通の現象であることが注意 され,Mom.troHは

グt)-ソ関数法特(/rLグラフ展開法の欠点 として,他の方法で手速 く得 られ るこ

とが大変 甘slow- 忙 しか得 られないこと, グラフ法cJyL多種多様があって混乱

していること等あげた.将来標準的教課書が出て統一 されることが望 ましいと

い う意見であるO また qno.n-scientific ▲I な問題としてYonezawa が提

起 した q我が国の研究者 の寄与の無視L･--叫について一言ふれ, ｢若い人の研

究が無視 される傾向にあるのは 日本人 だか らとい うのではないOそれはアメ リ

カ国内でもその傾向があって , P.R.のための直接講演を してまわ るのでな
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基併研究会報告

げれば容易に認めてもらえない. 日本は更に条件を温 くL:ているのは事実であ

るが,立派な仕事,重大な発見は数年遜 れて も認め られるだろう, この点で,

プロダL,-スのサブ .)メソ トで 日本の仕事を紹介するのは有意義である ｣という

旨の意見を述べた｡

DeanはYonezawa があげた グt)二ソ関数法の長所に多少康義をはさみ,

数値計算その他で得 られた ことしか追試できない欠点を指摘 した｡そ して例え

ばガラス物質の振動を グリーン関数で扱えるだろうか と問いか けた.

visscher は グリーン関数法を用い七数値計算 しなくても電子計算機を用い

て直接有用な結果が得 られるではないか という意味のことを述べたが, これに

対 してほDeaムが電子計算機では数値は出ても一体何がおこっているかについ

ての'洞察は得 られないと半ば グリーソ関数法を援護するような.ことを述べた｡

Montroll は グラフ法ではじめて有用な結論が得 られた例として電子 ガスの

スク1)-ニソグの問題その他を挙げた｡ Tbdaは グi)-ソ関拳法 とは何をさす

のか 疑̀問を投 げかけたO この研究会にEdwardsの参加が期待され,ー結局実現

しなか ったが, Edwardsがもしいた らグリーン関数を qunavoidable泊 と

言 って弁護 したかも知れない｡ Pro一grupとCon-group の港は世界的に

も探いものである｡

ueiamaはKuboのgeneralized cumulant expanヲion を使-て, グ

リーシ関数の クラスター展開を直接導 く試みを紹介 した. これに関連 して des

clozeaux は自分の仕事にふれ,問題の療 しい点を注意 して,非周期系の問

題で.り メータとして何をとるべきか よくわか らないと述べた｡ Montrollは

これを受けて同 じ困難が例えばDNAの deI一aturationの問題で ランダム配置

を考慮す るときおこることを指摘 した｡

Tsukadaはスペ ク トルの クラスタ-による政細構造を導 く近道として グリ

ーソ関数のCell法を提案 したO -次元についての数値計算の結果はこの方法

の有用 さを示 している｡ Vis≠車 er はどのよケな微細構造が得 られるか時最

初に選んだCellの大 きさに依存することを コメ･ソ トした｡

Saito は電子 ガス+short rangepotentialの系に磁場を加え串とき

の状態密度,滞磁率,易動度,ホ-ル係数,磁気抵抗等を不時物ギア.{_㌣アール

の密度の関数 として得た結果を多数のスライ ドを用いて示 した｡
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非周期系物性の基礎理論

Matsudaはこの結果の一部,特に低密度の極限について異なる意見をもっ

ことを述べ'Matsubaraは水素原子型ポテソシァルの場合の計算の結果は多

少異なるこ,とをコメントした｡

最後にFdkuyarhaはWadaEbisawa 等 との共同研究についてふれ,磁場

内での不規則系の電子状態,および輸送係数の一般論か ら導かれるホール係数

の特徴を紹介 した｡

9月 17日 午前 (堀 淳一 )

ⅠnformalMeeting の第 2日は disordered system に.おける phon-

on.の問題が主題にとりあげられ,午前中にDean,Visscher及びRubin

の.5氏の-話があった｡Deanの話はNationalphysicalLaboratoryの

Be_liと彼自身にまって定式化 された,最近按相互作用をもっある種の格子の

振動スペ グトY-/レ及び市有モ- ドがもっ対称性の理論の紹介であった｡ これはか

なり広範囲の格子 (disor'dered 呈atticeも含む )においてW之 のスペ ク ト

空や 対称にな り,.且つ互に蔚称な位置にある固有モー ドの間に簡単な関係があ

ることを,振動を記述するdynamicaimatrixの数学的な性質に基づい守 一

般的に示 したもので,美 しい結果であり,また具体的な格子における実例は興

味深いものである｡ また実燦のスペ ク トルの非対称性か ら次近接相互作用の大

きさを estimateするなどの実際的な応用の可能鮭もあ る｡ これに対 してMo-

ntroli,Oguchiなどか ら質問があり,若干の討論が行われた｡

Rubin はさきに6月の第 1回研究会において筆者が紹介 した disordered

lattice 中の波の伝播の層 論を簡潔にめぺ, phase の変化の数値計算によ

って埠跡 した結果をスライ ドによって示 したO前回の報告でものべたように,

革ubin の理論は固有モ′⊥ ドの局在化の問題 とも密接に関連 して,本質的な意

味をもっ ものと思われるが,数値計算も見事なもので,次のVisscher の映

画と共に数値実験のもっ説得jJを強 く印象づ けたo Rubin の話に対 しては,

Mazur,Montroll,Matsuda,Nakazawa,Dean,Toda,Kashiwamu-

ra などか ら質問があり,一括頑な議論が行われた｡

V,isscherはまずKubo･●あ公式によって 1次元の同位原子無秩序格子の熟
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基研研究会報告

伝導率が記述 されるかどうかという問題について話を し,Mazur,Montroll,

Toda,Matsuda などとの間で討論が行われた｡Visscher は昨年の固体

内の愚在励起の国際会議で, 2次元の無秩序格子の波の伝播を数値的に計算 し,

それを display した映画を発表 したが,この話のあとでそれが再上映 された｡

この仕事は rando汀meSS が存在する場合vcは,非調和性があるときの方がな

いときよりも波のwave front がよく保存 され,従って熱伝導が よくなる こ

とを示 した点で重要であ り,またこの映画は重い不純物原子のところに現われ

る spikeを vividに示 していて甚だ興味深いものであるO 上映後 このフイル

ムを 日本の random system の グループに寄付したいという彼の申し出をあ

りがた く受け入れ,基所で保管 して今後に役立てることになった｡

国際交流が盛になったといっても,この種の会合を開いてみると,依然とし

て language barrierが敢存 してお り' 日本人側か らの発言がとか く制約 さ

れがちになるという感 じをぬ ぐうことができなかったが, randorp'system

におけるphononの問題 という比較的 concentrateされたテ-マについて,

国外の代表的な研究者か ら集中的に話滋 きき,､且つ討論するととができたこと

は非L常に有益であったと思 う｡ .tのような機会が将来再びもてることを期待 し

つつ輩をお く次第である｡

(1968.11.11.記 )

9月 17日 午后 (戸田 )

松田 (京大基研 )がい くつかの話を した｡

(1) ABxC1-Ⅹ 型のmixed crystalの band gap の話｡

(2) coarse grained quantities の話｡ この話で Green 関数の

complex argumentの関数形か ら考えられるweightのとり方でな くてもよ

いではない かという注意が誰かか らなされた｡ 例えばgau軍S 型のweight

functionで平均値を求めることも考えてよいだろうというのである｡一考の

価値がある注意であった｡

(3) localization of eigen-functions不均一の質量分布をもっ一次

元結晶で波の右か らの透過を考えると,振幅は ean の形で減衰する｡ ここに
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非周期系物性の基礎理論

< (Am)2> a12
8<m>K

(Kはバネ常数 )｡ 質量mの分散が大きいほど減衰ははげしい｡ この問題は

Rubin の計算の一般化であるO

(軒 thermalconduction 調和鞍手からなる一次元結晶で, eigenftl-

nctionは(銅こよりある点の両側に羨幅が嘩哀し , localize す卑 O これは

Vis~scher が数値的に示 したところとご致するOその振幅が格子の両端に連

するところか ら熱振動のエネルギーが出入 り出来ると考えると, heat flow

は
C<m> AT

<(Am)2> 斥

となる (Cはある常数 )0 Q-K昔 -と書 くと熱伝導度- 当するr-は格子の

長さの平方根 (K｡U 摘 )に比例 することになる｡また1方の質量をm,不純

物の質量をm(く1)とするとKが最小になる不純物の割合いが

1
Pmin ,1十m

となる｡ これはVisscher の数値計算 とよく一致 しているように思われる｡

う.i,→で掘 (北大理 )は不規則鎖の固有関数の局在睦i,C関する計算機による･研

東を紹介 し,斉藤'-∴広岡:(皐大理工 吊ま非調和格子の夜勤におけるエネルギー

分配の計算機実験の結果 と,非調和カの存在のために一次元不規則鎖の撮動の

局在性が■どのような影響を受け∫るかについての試みを話 した｡

9月 18日 午前 (斉藤信彦 )I

M.ontroll: DNAのmelting の統計理轟

DNAの塩基配列は試料によってきまった一定のものであって,このような■

非周期系の分配関数を計算 して,･必要な物理量を計算するりが目的である｡ た
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基研研究会戟告

とえはDNAの溶液の温度を上げて行 くと,二重 らせんのDNAがほどけて 2

本のヲ･/ダムな分子になる｡ このような現象をmelting というと,melting

をおこす温度は,塩基の埠成によって ちか ろことが知 られている. この種の問

題か ら,melting の現象を解析することによって,塩基の組成や,配列がわ

かれば,生物学的にも重要であ 考 ｡

DNAの塩基対はAT又はGCの 2種である0 2番目の塩基対の状態を qj

で表わ し,それが結合 しているか,はなれているかに従って

･j - (
1 結合 しているとき

- 1 はなれているとき

とすれば, Isillg モデルのように, 1と- 1の 2つの量で状態を記述するこ

とが出来る｡ 2種類の塩基対を 1' 2てあらわ し,その配列が与えられたとき

の分配関数として,たとえばその配列が-(2112････-)であれば

Z-∑ exp〔-tJ201+J162+5103+J204+ -･)

'ol,62,.･･=± 1

十 U(0102+0203十 g30'4+-)〕

を考えるO ここで Uは隣接する塩基対のエネルギ-の相関をあらわすもので,

Jのサフィックスの 1, 2は塩基対の礎類をあらわ し,･げのサ フィックスは配

列の服序をあらわす｡

塩基対が一撃類であった り,周期的で あ った りすれば問題は比較的容易であ

るが,その配列が非周期的な与えられたものであるとき, Zをいかに計算する

かがDNAの問題である｡

マ ト1)ックスの固有値 1と固有ベ クトルを使って

e寸 Jl(01+02)｡UOIO2-芸 Ii¢i(01)¢i(棉
J

∑e弓 Jl(ql+02)｡UOlq2e-‡Jl(62+03)eU(0203)
α2

-∑A j2¢j(01)¢ j (0 3)

等の関係をつかうことによりZをかき直 し,女環状のDNAに対 し,
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非周期系物性の基礎理論

チ

Z-∑･･･-･･･∑甥 1号… ･･･ ( j l j 2) ( j2 j3)･･･ (jnj l )

JIBJ2'･･･=1'2

(i,汰 )-吾 ¢j (0''e~ ( J 2~ J l)0¢ k (q'

とかいて, この展開式 を考 える.Montroll は各項の係数に関するrecurr-

encerelationを導いて,それを数値的vE_とく方法を示 した｡非周期性物塵

の研究に計算機の利用が有効であることを示す一つの例であった｡

小口 :LocqlizedMagnonsin aFerromagnetHeisenberg 挨型の

Ferromagneticchainの中に1コス ピンの大 きさと交換積分の異なる不純

物 スピンが入ったとき,そこに局在 したス ピ･/波が生ず るが, これについて く

わ しく論 じた｡

金吾散人 :ランダムな配列 をもった結晶の誘電率の問題 ;結晶格子の上vc.,

nonpoi′arな分子が ランダムに配置 しているとき,そL7)誘電率を米沢,松原の

方法で しらべた｡双路子相互作用のテ ンソルをGijとすると, i, j は,無極

性分子の存在する結晶の格子点をあらわすo i分子に誘起 され るモーメ./トは

Eを外か らの竃場 とす ると,

-i- (α十a2(亨)Gij+aa(jfkfGijGjk十 ･･･ TEo

とか けるが,逆格子ベ クトルqをつかって

G ij-ユ∑ l (q)eiq ri iv q

と展開すると,分極 Pは次のように表わ され る｡

但 し

･if言回 言)2!1 i(ql,p(ql,p(-ql,

十(言13号IqE2uql)A(q2)p(ql,p(q2-ql)pトq2) 十･-

p(q)-i字}exp(iq･ri)
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Niは無極性分子の数である｡この式を,分子の可能な配列のすべてについてb

平均する必要があるが,･これをダイアグラムの方法で行い,Clausius-Mo-

ssottiの式との比較を行った｡

10
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